
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第１四半期 1,101 33.1 110 378.5 117 ― 96 ―
25年３月期第１四半期 827 △21.1 23 △82.7 6 △95.1 △6 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 120百万円( ―％) 25年３月期第１四半期 △28百万円( ―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

26年３月期第１四半期 6.97 ―
25年３月期第１四半期 △0.48 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

26年３月期第１四半期 5,781 2,965 51.2 214.37
25年３月期 5,676 2,890 50.8 209.00

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 2,957百万円 25年３月期 2,883百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年３月期 ― ― ― 3.00 3.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) ― ― 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 2,005 13.3 142 43.7 134 95.9 117 132.2 8.54
通期 4,146 6.6 328 △6.9 303 △11.8 270 △7.3 19.62

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 15,463,116株 25年３月期 15,463,116株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,666,345株 25年３月期 1,667,365株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 13,796,086株 25年３月期１Ｑ 13,485,952株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想など
の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………２ 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………３ 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………６ 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………８ 

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………８ 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………８ 

（セグメント情報等） ………………………………………………………………８ 

  

○添付資料の目次

オーベクス株式会社（3583）平成26年3月期　第1四半期決算短信

1



  

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策に対する期待感から円安・株高

が進行し、輸出の回復による生産の増加や企業業績の改善など景気回復に向けた兆しが顕著にあらわれ

ております。しかしながら、海外においては、欧州経済の低迷、中国の景気減速など、景気の先行きは

依然として不透明な状況が続いております。 

このような事業環境の中、当社グループは、売上の拡大、コスト削減、製品開発の強化に努めました

結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、1,101百万円(前年同四半期比33.1%増)、営業利益は、

110百万円(前年同四半期比378.5%増)、経常利益は、117百万円(前年同四半期  経常利益６百万円)、四

半期純利益は、96百万円(前年同四半期  四半期純損失６百万円)となりました。 

  

セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

(テクノ製品事業) 

テクノ製品事業は、円安の進行などもあり、輸出売上が順調に推移した結果、売上高は、853百万円

(前年同四半期比40.7%増)、営業利益は、173百万円(前年同四半期比101.7%増)となりました。 

(メディカル製品事業) 

メディカル製品事業は、医療費抑制策の影響や公定償還価格の引き下げ、競業他社との市場競争など

厳しい状況が続いておりますが、主力のインフューザー(薬液注入器)の拡販に努めた結果、売上高は、

247百万円(前年同四半期比12.1%増)、営業利益は、４百万円(前年同四半期  営業損失５百万円)となり

ました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ105百万円増加し、5,781百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金115百万円の増加、受取手形及び売掛金37百万円の増加、原材

料及び貯蔵品32百万円の増加、その他流動資産58百万円の減少、商品及び製品20百万円の減少などによ

るものです。 

負債では前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、2,815百万円となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金67百万円の増加、その他流動負債100百万円の増加、短期借入金38百万円の減少、未払法

人税等36百万円の減少、長期借入金41百万円の減少などによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、2,965百万円となりました。これは主に、利益剰

余金50百万円の増加、為替換算調整勘定17百万円の増加などによるものです。 

  

  

第２四半期累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました

業績予想に変更はありません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社及び一部の国内連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しておりま

す。 

  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,098,454 1,214,106

受取手形及び売掛金 1,055,541 1,092,679

商品及び製品 221,141 200,902

仕掛品 710,303 691,484

原材料及び貯蔵品 187,002 219,760

繰延税金資産 90,431 84,761

その他 165,041 106,904

貸倒引当金 △114 △115

流動資産合計 3,527,802 3,610,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,951,401 1,967,154

減価償却累計額 △1,289,722 △1,304,895

建物及び構築物（純額） 661,679 662,258

機械装置及び運搬具 2,187,810 2,235,627

減価償却累計額 △1,791,469 △1,820,244

機械装置及び運搬具（純額） 396,341 415,382

土地 722,523 722,523

リース資産 114,281 59,649

減価償却累計額 △102,957 △50,884

リース資産（純額） 11,324 8,764

建設仮勘定 3,968 6,053

その他 346,504 349,486

減価償却累計額 △263,732 △269,227

その他（純額） 82,771 80,259

有形固定資産合計 1,878,608 1,895,242

無形固定資産   

特許権 10,426 9,795

その他 10,925 11,899

無形固定資産合計 21,351 21,695

投資その他の資産   

投資有価証券 140,199 148,449

長期貸付金 800 320

出資金 210 210

繰延税金資産 1,365 －

その他 140,804 140,557

貸倒引当金 △35,650 △35,813

投資その他の資産合計 247,730 253,722

固定資産合計 2,147,690 2,170,660

繰延資産   

社債発行費 510 185

繰延資産合計 510 185

資産合計 5,676,003 5,781,329
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 388,452 455,705

短期借入金 38,500 －

1年内返済予定の長期借入金 166,850 164,850

1年内償還予定の社債 115,000 115,000

リース債務 6,077 4,425

未払法人税等 46,726 10,677

賞与引当金 62,098 39,057

その他 172,137 272,326

流動負債合計 995,843 1,062,041

固定負債   

長期借入金 1,439,580 1,400,230

リース債務 5,653 4,889

繰延税金負債 1,550 2,074

再評価に係る繰延税金負債 36,799 36,799

退職給付引当金 296,110 304,149

負ののれん 8,673 4,336

その他 975 975

固定負債合計 1,789,341 1,753,453

負債合計 2,785,185 2,815,495

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 496,036 496,043

利益剰余金 713,852 764,673

自己株式 △191,749 △191,631

株主資本合計 2,957,973 3,008,919

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,957 9,649

土地再評価差額金 △82,312 △82,312

為替換算調整勘定 3,743 21,377

その他の包括利益累計額合計 △74,611 △51,285

少数株主持分 7,456 8,199

純資産合計 2,890,818 2,965,833

負債純資産合計 5,676,003 5,781,329
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 827,732 1,101,793

売上原価 576,076 748,703

売上総利益 251,656 353,090

販売費及び一般管理費 228,551 242,533

営業利益 23,104 110,557

営業外収益   

受取利息 173 214

受取配当金 1,668 513

貸倒引当金戻入額 11 －

負ののれん償却額 4,336 4,336

為替差益 － 9,679

その他 1,349 2,118

営業外収益合計 7,540 16,862

営業外費用   

支払利息 10,186 7,483

為替差損 9,722 －

その他 4,439 2,735

営業外費用合計 24,348 10,219

経常利益 6,296 117,200

特別損失   

たな卸資産廃棄損 － 5,997

固定資産除却損 1,294 －

特別損失合計 1,294 5,997

税金等調整前四半期純利益 5,002 111,203

法人税、住民税及び事業税 1,504 8,937

法人税等調整額 10,459 5,383

法人税等合計 11,963 14,321

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△6,961 96,881

少数株主利益又は少数株主損失（△） △553 743

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,408 96,138
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△6,961 96,881

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,172 5,691

為替換算調整勘定 △12,848 17,633

その他の包括利益合計 △22,021 23,325

四半期包括利益 △28,982 120,207

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △28,429 119,464

少数株主に係る四半期包括利益 △553 743
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：千円）

報告セグメント
その他 
（注）

合計
テクノ 
製品事業

メディカル 
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 606,289 220,848 827,138 594 827,732

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― 7,290 7,290

計 606,289 220,848 827,138 7,884 835,022

セグメント利益又は損失（△） 85,860 △5,056 80,803 4,362 85,165

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 80,803

「その他」の区分の利益 4,362

全社費用（注） △62,060

四半期連結損益計算書の営業利益 23,104
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

  

（単位：千円）

報告セグメント
その他 
（注）

合計
テクノ 
製品事業

メディカル 
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 853,349 247,474 1,100,823 970 1,101,793

セグメント間の内部売上高 
又は振替高

― ― ― 7,290 7,290

計 853,349 247,474 1,100,823 8,260 1,109,083

セグメント利益 173,215 4,320 177,536 4,894 182,430

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 177,536

「その他」の区分の利益 4,894

全社費用（注） △71,873

四半期連結損益計算書の営業利益 110,557
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